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第 １ １ ７ ４ 号
平成２２年５月１４日発行
西 川 町 役 場
http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

５月分の町税等の納期・口座振替

　納期・口座振替日は５月３１日(月)です。

　期限内に完納しましょう。

▽ 固定資産税１期

お知らせお知らせ
交通事故で困った時、困った人のご相談は…
　山形相談センター(TEL 023-633-0589)へお
電話ください。相談は無料で、専門の相談員が
ご相談に応じます。損害保険一般のご相談も受
付します。
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【問合】山形県税政課 TEL 023-630-2005･2072
　自動車税の納期限は、5月31日(月)です。お
近くの金融機関等及び各総合支庁税務担当課の
ほか、コンビニエンスストアからも納めること
ができます。
　各総合支庁では、休日の臨時納税窓口は開設
していませんのでご注意ください。

「自動車税の納税」について

「平成22年度町民グラウンドゴルフ大会」の開催

【問合･申込】町グラウンドゴルフ協会[担当/荒木]
 TEL 74-2120又は西川交流ｾﾝﾀｰ TEL 74-3131
　今年も次のとおり開催します。多数の参加を
お願いします。
▽日時　６月13日(日)午前８時30分～
▽場所　睦合グラウンドゴルフ場
▽参加費　１人500円(参加賞、その他多数商品
　有)
▽申込　５月31日(月)まで、上記へお申し込み
　ください。
▽その他　用具はグラウンドゴルフ協会で用意
　していますので、初めての方もぜひご参加く
　ださい。

「月山"森のようちえん"」の参加者募集

【問合】山形県立自然博物園 TEL 75-2010/FAX 75-2020
▽開催期日　６月20日(日)、７月31日(土)、
　10月9日(土)の全３回
▽開催時間　午前10時～午後12時30分(10月は
　午後３時まで)
▽対象　３歳から６歳までの児童と保護者10組
　(先着順)
▽内容　春、夏、秋それぞれの月山の森を楽し
　みます。(詳細は上記へお問い合わせくださ
　い。)
▽年会費　１人500円(保険、クラフト代)
▽申込期限　６月10日(木)まで

町外関係機関からのお知らせ

「平成22年度山菜栽培技術研修会」の開催

【問合･申込】村山総合支庁森林整備課 TEL 023-621-8169
　県内でのスギ林内を活用した山菜栽培事例や
シドケの挿し芽による苗づくりの実習、スギ林床
を活用した山菜栽培の現地研修などを行います。
▽日時　６月８日(火)午後１時30分～３時30分
▽場所　大江町「小倉交流館」(大江町大字十
　八才甲18-7)
▽定員　50名
▽参加料　無料　
▽持ち物　プランター１個、長靴
▽申込締切　６月４日(金)

「第３次山形県総合発展計画」出張説明会について

【問合】山形県政策企画課 TEL 023-630-2895
　県では、本年３月に策定した「第３次山形県
総合発展計画」をより多くの皆様に知っていた
だくため、ご希望に応じ職員が各種会合等にお
伺いして計画の内容を説明する出張説明会を実
施しています。詳しくは県ホームページ (http://
www.pref.yamagata.jp)をご覧いただくか、上記へお
問い合わせください。

「危険物取扱者･消防設備士の免状をお持ちの方へ」

【問合】(財)消防試験研究ｾﾝﾀー 山形県支部 TEL 023-631-0761
　消防法令では、当該免状に貼ってある写真は。
10年以内に撮影されたものでなければなりません。
　まだ、写真の書換え申請をされていない方は、
速やかに手続をされるようお知らせします。
※写真の書換えとは、新しい写真を印刷した免
　状に取り替えることです。
※申請書用紙は県内各消防本部及び上記にあります。

「危険物取扱者試験及び準備講習会」のお知らせ

【問合】西村山広域消防事務組合消防本部予防課
　　　　TEL 86-2595又は各消防分署
☆危険物取扱者試験
　▽試験の種類　甲種･乙種･丙種
　▽試験の期日　６月26日(土)
　▽会場　寒河江工業高等学校
　▽願書受付期間　５月17日(月)～26日(水)
　▽願書提出先　(財)消防試験研究センター山
　　形県支部
　▽願書配置場所　上記のほか、電子申請が可
　　能となりました。詳しくはホームページ (ht
　　tp://www.shoubo-shiken.or.jp)をご覧ください。
☆危険物取扱者試験準備講習会
　▽日時　乙種　６月10日(木)･11日(金)
　　　　　丙種　６月10日(木)
　▽場所　寒河江市民文化センター
　▽申込期間　５月17日(月)～６月４日(金)
　▽その他　不明な点は、上記へお問い合わせ
　　ください。

【問合】村山総合支庁雇用相談員 TEL 86-8198
　就職、生活等に関する相談と情報の提供、専
門機関への取次ぎを行うため、昨年度に引き続
き設置していますのでご利用ください。
▽場所　村山総合支庁西庁舎１階「雇用相談窓口」
▽時間　午前９時～午後５時(平日のみ)

「雇用相談窓口をご利用ください」

【問合】人事院東北事務局第二課 TEL 022-221-2022
　人事院では、国家公務員Ⅲ種試験(高卒程度)
を実施します。
▽受付期間　６月22日(火)～29日(火)(受付最
　終日の通信日付印有効)
▽第１次試験　９月５日(日)
▽その他　申込用紙の請求や受験資格等の詳し 
　い内容については、人事院ホームページ (http:
　//www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm)をご覧いただく
　か上記へお問い合わせください。

「国家公務員採用試験のお知らせ」

６月の行事予定
　１日（火）西川さつきまつり（月山銘水館）[５月３０日～６月６日]
　２日（水）
　３日（木）旬の市（仙台宮町　午前１０時から）
　４日（金）
　５日（土）自然観察会（自然博物園　午前９時から）
　　　　　　婦人教室開級式（交流センター　午前９時３０分から）
　　　　　　県高校総体カヌー競技大会（月山湖　午前８時から）[～６日]
　６日（日）公民館･生涯学習大会（交流センター　午前９時から）
　　　　　　地域交流イベント（本道寺湯殿山神社前駐車場　午前９時３０分から）
　　　　　　映画「おとうと」上映会（交流センター　昼の部 午後２時から　夕の部 午後６時３０分から）
　　　　　　休日当番医　西川町立病院（TEL 74-2211）
　７日（月）
　８日（火）高齢者大学開校日（交流センター　午前９時３０分から）
　９日（水）西川町議会第２回定例会（西川町議場　午前９時３０分開会･開議）[予定][～１１日]
　　　　　　ふるさと巡り学習[小学３年生]（町内　午前９時から）
　　　　　　交流･体験学習[小学１年生]（沼山小学校　午前９時から）
　　　　　　町歴史文化学習会②（交流センター　午後７時から）
１０日（木）
１１日（金）子育て支援センター遠足（子育て支援センター　午前９時３０分出発）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から午後３時）
１２日（土）キッズクラブ②（自然博物園　午前９時３０分から）
　　　　　　山形大学吹奏楽団「ふれあいコンサート」（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　西川のまちづくり応援団関東ブロック総会（はあといん乃木坂　午後３時から）
１３日（日）町民グラウンドゴルフ大会（睦合グラウンドゴルフ場　午前８時３０分から）
　　　　　　にしかわっ子遊びの広場（交流センター　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　三浦医院（TEL 84-5600）
１４日（月）
１５日（火）子育て支援センター身長体重測定（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　月山スキー場リフト架け替え[～１７日]
１６日（水）ふるさと巡り学習[小学４年生]（寒河江市内　午前９時から）
　　　　　　交流･体験学習[小学２年生]（大井沢地区内　午前９時から）
１７日（木）スケッチクラブ②（自然博物園　午前９時３０分から）
　　　　　　月山夕方の市（仙台宮町　午後２時から）
１８日（金）子育て支援センターいがもち作り（子育て支援センター　午前１０時から）
１９日（土）西村山地区中学校総合体育大会（西村山地区）[～20日]
　　　　　　少年少女カヌー教室（長沼　午前９時から）
　　　　　　パパマママタニティスクール･おはなしぴーつく来園（子育て支援センター　午前１０時３０分から）
　　　　　　西川のまちづくり応援団東北ブロック総会（仙台国際ホテル　午後３時から）
２０日（日）健康づくり推進員総会･第１回研修会（交流センター　午前９時から受付）
　　　　　　丸山薫詩碑保存会総会（旧岩根沢小校庭･体育館　午前９時から）
　　　　　　森の教室①（本道寺集会センター前　午前９時３０分集合）
　　　　　　朝日連峰夏山開き（鳥原山　午前１１時から）
　　　　　　休日当番医　西川町立病院（TEL 74-2211）
２１日（月）
２２日（火）にしかわ保育園プール開き（にしかわ保育園　午前１０時から）
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役場からのお知らせ 「町立病院 内科休診のお知らせ」

【問合】町立病院 TEL 74-2211
　５月27日(木)午前中は、内科休診になります
ので、お知らせします。

「楽楽(らくらく)運動教室」のご案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　さわやかな自然の中を自分のペースで無理な
くウォーキングします。保健センターを出発し、
自転車道を通り西川中から浄水場をまわる約４
㎞のコース(自転車での参加も可)です。なお、
雨天時は、保健センターでの軽運動になります。
▽日時　５月25日(火)午後２時～３時30分
▽集合場所　保健センター
▽内容　健康チェックと屋外ウォーキング
▽持ち物　水分補給用飲み物、汗拭きタオル、
　日よけ帽子、先月配布したファイル(今回が
　初めての方にはこちらで準備します。)
▽その他　事前の申込みは不要です。動きやす
　く温度調節ができる服装、履きなれたズック
　で集合場所へお越しください。

「65歳未満の年金所得に係る町県民税納付方法

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
　平成22年４月１日現在65歳未満の給与所得者
(給与から町県民税を天引きされている方に限
ります。)の年金所得に係る町県民税の納付方
法が下記のように変わります。

 が変わります」

平成21年度

給与所得分 給与からの天引
きによる納付

年金所得分 口座振替又は納
付書による納付

平成22年度

原則全額給与か
らの天引きによ
る納付

⇒

 にしかわっ子遊びの広場「バームクーヘンを

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　西川町青少年育成推進員会(黒田雅彦会長)の
事業の一環として、下記のとおり開催します。
▽日時　６月13日(日)午前９時～正午
▽場所　交流センター「いこいの広場」(雨天
　時はふるさと展示館)
▽内容　みんなで協力してバームクーヘンを作
　って試食します。
▽定員　20名(定員になり次第締め切ります。) 
▽参加料　１人200円(材料代。当日持参してください。)
▽持ち物　水筒(各自飲料水を準備してください。)
▽申込　事前の申込みが必要です。上記へ電話
　でお申し込みください。なお、詳細について
　は、上記へお問い合わせください。

 作ろう！」の開催

「６月の夜間診療、午後診療日程及び各診療所

【問合】町立病院 TEL 74-2211
☆６月の夜間診療

　◎午後６時までに受付を済ませてください。
☆午後診療日程
　▽期日　平日(土、日を除く。)
　▽診療時間　午後３時～４時30分
　▽受付時間　午後４時まで
　▽その他　手術日の場合は、外科休診となります。
☆６月の各診療所の診療日

期  日

　２日(水)

　９日(水)

１１日(金)

診療所名

大井沢

岩根沢

小山

期  日

２３日(水)

２５日(金)

診療所名

岩根沢

小山

の診療日程」について

期  日 診療時間 診療科

　８日(火)
午後５時30分 内科(伊藤)

１５日(火)
↓

外科(武田)

２２日(火) 内科(大河原)
午後６時30分

３０日(水) 大井沢

外科(須貝)２９日(火)

１６日(水) 大井沢

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽日時　５月22日(土)午前９時30分～11時30分頃
▽集合場所　丸山薫記念館
▽参加費　大人300円/小人200円
▽内容　丸山薫と同じ場所に立って詩を味わっ
　たり、岩根沢の散策をしたりします。
▽服装　野山を歩きやすい服装

 山形大学吹奏楽団「ふれあいコンサート」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　県内の小学校などを訪問し演奏活動を行って
いる山形大学吹奏楽団が西川町でコンサートを
行います。入場料は無料です。
▽日時　６月12日(土)午後１時開場、１時30分開演
▽会場　交流センターあいべ

【問合･申込】山形県男女共同参画ｾﾝﾀー  TEL 023-629-7751
　　又は交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　男女共同参画社会づくりの推進のために、民
間の団体･グループが企画･立案した事業に対し
て、経費を助成します。
▽該当する事業
　○女性及び男性の意識改革につながるもの
　○女性の社会参画促進につながるもの
　○女性の人権についての問題解決につながるもの
　○家庭における男女共同参画促進につながるもの
▽応募資格　県民３人以上で構成されるグループ
▽応募方法　応募用紙に記入し、山形県男女共
　同参画センターに郵送してください。
▽募集期限　５月30日(日)
▽審査方法　プレゼンテーション(６月19日実
　施)を行っていただきます。
▽助成金　事業に要する経費の４分の３(25万円が限度)

「平成22年度男女共同参画推進県民企画事業」

 の募集

 山田洋次監督作品「おとうと」上映会のお知らせ

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　　又は月山夢会議事務所 TEL 74-3432
　家族の絆をテーマにした感動作。吉永小百合、
笑福亭鶴瓶主演の映画です。
▽期日　６月６日(日)
▽時間　○昼の部　午後２時～４時15分
　　　　○夕の部　午後６時30分～８時45分
▽会場　交流センターあいべ「大ホール」
▽鑑賞券･前売り券
　○大人　1,000円(当日1,200円)
　○小･中学生　800円(当日　1,000円）
　※鑑賞券は、最寄りの月山夢会議会員、本上
　　映会に賛同する協力員、又は交流センター
　　よりお求めください。

｢第39回町壮年親善ソフトボール大会｣の開催

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係 TEL 74-3131
▽日時　５月30日(日)午前８時30分から開会式
▽場所　町民グラウンド
▽参加資格　原則として町内に居住する30歳以
　上(平成22年４月１日現在)の方
▽チーム編成　各地区で編成されたチームとし
　ますが、同一地区より２チーム以上出場する
　場合は、町内会単位としてチームを構成する
　こととします。なお、複数の町内会をあわせ
　て１チームとすることも認めます。
▽試合方法　全試合トーナメント方式
▽参加料　１チーム3,000円(監督会議で徴収します。)
▽監督会議及び抽選会
　○日時　５月26日(水)午後７時から
　○場所　交流センター会議室
▽申込方法　監督会議の際に、参加料を添えて
　お申し込みください。(申込書は各公民館体
　育部長へ郵送しています。)
▽その他　大会に参加される選手は、必ず傷害
　保険に加入ください。

「第37回吉川釣り大会」の開催

【問合】吉川公民館青年部長 松田 TEL 090-1053-5542
▽期日　５月30日(日)※雨天決行
▽時間　午前５時～７時(受付は午前４時30分から)
▽場所　吉川「妙見ヶ池」
▽参加料　○大人及び高校生券　2,000円
　　　　　○中学生券　1,000円
　　　　　○小学生券 500円
　　　　　○親子券 2,000円
　　　　　※吉川区外の方は各500円増しになります。
▽表彰　各賞を準備しています。
　※区外の方も入賞対象となります。
▽ルール　○竿は１人１本とします。
　　　　　○ルアー及びリールの使用について
　　　　　　は、場所を限定して可能とします。
▽その他　ごみは各自持ち帰りください。詳し
　くは、上記へお問い合わせください。

町内関係機関からのお知らせ

「第41回西川町公民館生涯学習大会」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽日時　６月６日(日）午前９時～11時45分(受
　付は午前８時30分から)
▽場所　交流センターあいべ「大ホール」
▽内容
　○大会テーマ　「地域づくりのすすめ」
　　・表彰式、開会行事
　　・講演「地域づくり活動の進め方」
　　　　　　講師　齋藤浩一 氏(天童市立高擶
　　　　　　公民館長)
　　・地域づくり事例発表　など
▽その他　入場無料

２３日（水）子育て支援センター人形劇鑑賞（にしかわ保育園　午前１０時３０分から）
２４日（木）
２５日（金）
２６日（土）町立図書館おはなし会（町立図書館　午前１０時３０分から）
　　　　　　県カヌー国体予選･県中学カヌー競技大会（月山湖　午前８時から）[～２７日]
　　　　　　少年少女カヌー教室（長沼　午前９時から）
　　　　　　自然散策と詩を読む会（丸山薫記念館　午前９時３０分から）
　　　　　　古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
２７日（日）月山クロユリ登山（月山　午前８時３０分から）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
　　　　　　休日当番医　小関内科胃腸科医院（TEL 86-5550）
２８日（月）
２９日（火）子育て支援センター虫歯予防教室（子育て支援センター　午前１１時から）
３０日（水）ネイチャートレイルハイク②（自然博物園　午前９時３０分から）
　※の実施場所、時間、対象者等については、「平成22年度各種健診事業日程」をご覧ください。

「町長室の開放」について

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　町長が在庁し、会議等がない時は、いつでも
対応しますので、どうぞお気軽に町長室にお入
りください。
　なお、事前に予約をしていただくことも可能
です。その際は、上記へお問い合わせください。

　なお、65歳以上の方は、昨年同様に原則年金
からの天引きになります。


